
 

 

 

 

中期事業計画 

【第６次瀬戸市総合計画 令和２年度 実施計画】 
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１. 序論 

⑴ 中期事業計画の構成 

    中期事業計画は、第６次瀬戸市総合計画の実施計画として、総合計画で定める将来像

の実現及び都市像の達成に向けて実施する事業を取りまとめ、事業ごとに事業費、活動

指標を掲げています。 

    また、計画期間は３か年とし、計画期間の財政見通しを歳入歳出計画として示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

短･中期的な視点からの施策の実施計画 

・短･中期における事業方針 
・主な事業の実施内容･事業費･実施スケジュール･活動指標 

基本構想を実現するための総合的な施策体系 
・基本的な枠組み 
・施策体系    ・進行管理 

市民と共有する１０年先の瀬戸市のあるべき姿 
・将来像   ・施策の大綱(都市像) 
・将来人口  ・土地利用   基 本 構 想 

基 本 計 画 

中期事業計画 

第６次瀬戸市総合計画を実現する実施計画 

第６次瀬戸市総合計画 
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⑵ 第６次瀬戸市総合計画の将来像・都市像 

    第６次瀬戸市総合計画では、瀬戸市が、市民にとって暮らしたい、企業にとって活動

したいと思われるまちへと、瀬戸市の持つ魅力を「まちの誇り」として世界に発信しな

がら、未来に向けて新しく変わっていくことを目指し、「住みたいまち 誇れるまち 新

しいせと」を将来像に掲げています。 

    そして、この将来像を実現するため、具体的に達成を目指す都市の姿として、３つの

都市像を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 中期事業計画の視点 

    将来像と都市像ごとに掲げた、社会や経済、都市環境の状況、市民の実感などの都市

の実態を評価する数値指標をもとに、３年間の短･中期において、重点的に取り組むべ

き第６次瀬戸市総合計画の政策・施策を抽出します。 

    中期事業計画では、それらの抽出した政策・施策において、重点的に取り組む事業（重

点事業）を位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 施 策 

施 策 

施 策 

活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できるまち 

安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまち 

地域に住まう市民が自立し支え合い、笑顔あふれるまち 

都市像① 
 
都市像② 

都市像③ 

①製造業の元気さ

②小売業の元気さ

③働く人の付加価値を生む力

④企業の稼ぐ力

⑤雇用の多さ

⑥働く機会の多さ

⑦所得の多さ

⑧土地の価値⑨鉄道の利用

⑩まちの賑わい

⑪企業の活力実感度

⑫雇用の充実実感度

⑬所得の向上実感度

⑭公共交通の満足度

⑮自然・歴史文化の満足度

瀬戸市
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住みたいまち 誇れるまち 新しいせと 

都 市 像 ① 

都 市 像 ② 

都 市 像 ③ 

政 策 

政 策 

政 策 政 策 

政 策 

政 策 

政 策 

政 策 

政 策 

 
都 市 像 ご と の 評 価 指 標 

  
重点的に取り組むべき政策･施策を抽出 

住みたいまち 誇れるまち 新しいせと 将来像 
 

施 策 に お け る 重 点 事 業 を 位 置 付 け る 
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２. 施策体系と事業 
⑴ 第６次瀬戸市総合計画の施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜都市像①＞ 
活力ある地域
経済と豊かな
暮らしを実感
できるまち 

＜都市像②＞ 
安心して子育
てができ、子ど
もが健やかに
育つまち 

＜都市像③＞ 
地域に住まう
市民が自立し
支え合い、笑顔
あふれるまち 

＜行 政＞ 

〈
将
来
像
〉 

住
み
た
い
ま
ち 

誇
れ
る
ま
ち 

新
し
い
せ
と 

a 計画的･効率的な財政運営 e 税収･財源の確保 
b 公共施設・資産等の総合管理 f 情報の管理と戸籍制度等の適切な運用 
c 職員の人材育成等 g 効果的な広報･広聴 
d 行政事務の品質向上 h 他自治体との広域連携 

○第６次瀬戸市総合計画の推進に係る組織統制と基盤強化 

a コミュニティビジネスの創出支援 
b 就職支援 
c 起業・創業支援 
d ツクリテ支援、若手作家、職人の活
動支援 

e 起業家に対する定住支援 
f 障害者や生活困窮者などへの就労支
援 

⑵年齢や性別にかかわらず、働く

ことや起業・創業に挑戦できる

まちづくり 

a 企業誘致、先端産業誘致・育成 
b 産官学金連携によるビジネスモデル
構築支援 

c 雇用対策と人材の確保・流失防止 
d 地域産業の振興 
e 農業振興と農業の６次産業化 
f 地域の産業を支える人材育成 
g 新産業の創出 

⑴地域産業の振興と人材の活躍促

進 

 

a 特色あるキャリア教育等の推進 
b 将来を見据えた教育の実施 
c 確かな学力の定着と向上 
d 豊かな心の育成 
e 新鮮な農産物の提供による安全･安
心な学校給食等 

f 信頼される学校づくりの推進 
g 教育サポートセンターの充実 
h 学校地域コーディネーターの配置 
i 規則正しい生活習慣の定着と健康の
増進 

j 体力の向上とスポーツの振興 
k 特別支援教育の展開 
l 外国籍児童等への学習支援 

⑵瀬戸で学び、瀬戸で育ててよか

ったと思える教育の実現 

 

a 子育て総合支援センターの創設 
b 妊娠・出産への支援 
c 子どもの健康の保持･増進 
d 子育てサービスの整備・充実 
e 食育の推進 
f 保育園・幼稚園・小中学校の連携強
化 

g 障害児への支援 
h 障害児の保護者・介助者への支援 
i 子どもの健康増進と心･身体の育成 
j 外国籍児童等への学習支援 
k 子どもの貧困に対する支援 

⑴ライフステージに応じた切れ目

のない子ども・子育ての支援 

 

a 地域包括ケアシステムの構築 
b 家族介護者の負担軽減を図る取り組
み 

c 円滑なボランティア活動のための仕
組みづくり 

d 高齢者が活躍できる環境づくり・居
場所づくり 

e 認知症高齢者と家族の支援 
f 独居高齢者の日常生活の支援 

⑵高齢者が生きがいを持って活躍

し、支えあいにより、安心して

暮らせるまちづくり 

a 市民の主体的な健康づくりの推進  
b 多面的な生活習慣病対策 
c 市民の健(検)診受診率向上 
d 各種保険制度の適切な運用 
e 介護予防事業の推進 

⑴誰もがいきいきと、健康に暮ら

すことができるまちづくり 
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a 観光産業の振興 
b 瀬戸らしい“暮らし”の創出 
c 市内外への「シティプロモーション」
の展開 

d 戦略的な広報の推進 
e 陶磁器産業のブランド化 
f 姉妹都市などの都市間交流の促進 

⑶地域経済の活性化につながる地

域資源を活かしたシティプロモ

ーションの展開 

a 子育てサービスの整備・充実 
b 保育園・幼稚園・小中学校の連携強
化 

c ワーク・ライフ・バランスの推進、
女性活躍･男女共同参画推進 

d 高齢者人材の活躍支援 
e 各種セーフティネット整備･充実 
f 働く世代に対する健康増進 

⑷誰もがいきいきと、安心して働

くことができるまちづくり 

 

a 広域ネットワークを形成する幹線道
路の整備 

b 道路・河川施設等の適切な維持管理 
c 地域資源を活かした都市景観の形成 
d 地域経済を支える有効な土地利用 
e 拠点を交通ネットワークでつないだ
コンパクトなまちづくり 

f 名古屋市へのアクセスの向上 
g 公共交通ネットワークの再構築 
h ＩＣＴ推進のための基盤整備 

⑸市民生活の利便性を高め、企業

活動の活性化につながる都市

基盤の整備 

a 地域住民と学校との連携 
b 育児サロンや保育園などを活用した
子育て支援 

c 高齢者による子育てサポーターの養
成と活動の場の創出 

d 多子世帯・障害児・外国籍市民への
支援 

e 家庭教育の充実 
f 地域とともにある学校づくり 
g 子どもの健やかな心と身体の育成 
h 婚活支援 

⑶多世代が子育てに関わることの

できるまちづくり 

 

a 公園や歩道など子育てのための都市
基盤の整備･維持管理 

b 面的整備事業による新たなまちづく
り 

c コンパクトシティの推進 
d 鉄道駅のバリアフリー化 
e ユニバーサルデザインの推進 
f 水や緑との触れあいの場の創出 
g 自然環境の保護・保全 
h 安全で安心な水の供給 
i 日常生活を支える排水路施設の整
備・維持管理 

j 汚水処理人口普及率の向上 
k 空き家活用・解体等の支援 

⑸都市基盤整備による居住環境の

魅力向上と未来に向けた良好な

環境の継承 

a 子育て・教育に関するシティプロモ
ーションの展開 

b 市民自らが情報を発信できる体制づ
くり 

c 移住･定住支援･総合相談 
d ３世代同居・近居の促進 
e 中心地区への住み替え支援 

⑷子育て世代に向けた魅力あふれ

る子育て情報の発信と定住の促

進 

a 地域生活支援事業の効果的な実施 
b 福祉総合相談窓口の充実 
c 個人が気軽に社会参加できる仕組み
づくり 

d 地域力向上に向けた活動の推進・支
援 

e 地域活動を通した健康と福祉施策推
進の取り組み 

f 地域力･市民力を活かした障害者を
支える仕組みづくり 

g 生活困窮者の自立に向けた支援 
h 市民活動の推進と拡充への支援 
 

⑶誰もが自立し、地域で支え合い

ながら生きがいをもって安心し

て暮らせるまちづくり 

a 温暖化防止･省エネ等への取り組み 
b 地域清掃･環境美化 
c ごみ減量の促進・一般廃棄物の収集
運搬 

d し尿処理施設の適正な管理運営 
e 公衆衛生に関わる公共施設の適正な
管理･運営 

f 消費生活センターの運営 
g 火災予防体制の充実 
h 消防･救急体制の充実 
i 地域防災力の向上 
j 防犯･交通安全の推進 
k 企業の地域活動参画などのＣＳＲ支
援･促進 

 

⑷地域の生活環境の向上と安全･

安心な地域づくり 

 

a 生涯学習の推進 
b 図書館サービスの充実 
c 生涯スポーツの振興 
d 文化財等の伝統文化の継承と陶芸文
化の新しい活用 

e 郷土の祭や伝統･文化の継承 
f 文化芸術活動の支援や奨励 
g 多文化共生社会の推進 
h 姉妹都市などの都市間交流の促進 
 

⑸誰もが生涯にわたって学び、郷

土に対する誇りと愛着を深める

豊かな地域づくり 
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都市像 政策 施策 事業名
事業費
(３ヵ年)

所管課名

企業立地促進奨励金 930,599千円 ①-1a、①-1b ①-1c 産業政策課

市内企業再投資促進補助金 405,000千円 ①-1a、①-1d ①-1c 産業政策課

ＩＴ・クリエイティブ企業等誘致補助金 7,400千円 ①-1a ①-1c 産業政策課

地域産業振興 36,986千円 ①-1d、①-1a ①-1c 産業政策課

せとまち人材応援助成金 15,840千円 ①-1d、①-1c、①-1f ①-2b 産業政策課

アグリカルチャー推進 12,312千円 ①-1e ①-2c、②-2e 産業政策課

次世代クリエーター育成 15,000千円 ①-1f ②-2b、②-2d 情報政策課

まるっとミュージアム推進
(愛・地球博開催継承事業　瀬戸蔵ロボットアカデミー等) 8,000千円 ①-1f

①-3a、①-3c、②-2d、
②-4a、③-5e

まるっとミュージアム課

起業・創業支援 6,600千円 ①-2c ①-1a、①-1d、①-1c ものづくり商業振興課

中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金 15,001千円 ①-2c、①-3b、②-4e ①-1c、①-1d、①-2d ものづくり商業振興課

ツクリテ支援 35,424千円 ①-2d ①-2a、①-2e、②-4e ものづくり商業振興課

ツクリテ支援補助金 7,200千円 ①-2d ①-2a、①-2e、②-4e ものづくり商業振興課

商業団体等事業費補助金 24,040千円 ①-2d、①-2a ①-1d、①-2c ものづくり商業振興課

まるっとミュージアム推進 105,137千円 ①-3a
①-1f、①-3c、②-2d、
②-4a、③-5e

まるっとミュージアム課

日本遺産魅力発信推進 3,034千円 ①-3a ①-3d、③-5d ものづくり商業振興課

シティプロモーション推進 18,000千円 ①-3c、②-4b シティプロモーション課

ふるさと納税推進 4,830千円 ①-3c 政策推進課

瀬戸焼振興 30,154千円 ①-3e
①-1a、①-1b、①-1c、
①-1d、①-2b

ものづくり商業振興課

陣屋線整備 811,141千円 ①-5a 建設課

幡中南菱野線整備 456,100千円 ①-5a 建設課

公共交通維持・活性化 443,356千円 ①-5e、①-5g 都市計画課

＜施策a＞観光産業の振興

＜施策c＞市内外への「シティプロモーション」の展開

＜施策e＞陶磁器産業のブランド化

＜政策5＞市民生活の利便性を高め、企業活動の活性化につながる都市基盤の整備

＜施策a＞広域ネットワークを形成する幹線道路の整備

＜施策e＞拠点を交通ネットワークでつないだコンパクトなまちづくり

＜政策3＞地域経済の活性化につながる地域資源を活かしたシティプロモーションの展開

 ⑵ 重点事業一覧

主な関連施策

＜都市像①＞活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できるまち

＜政策1＞地域産業の振興と人材の活躍促進

＜施策a＞企業誘致、先端産業誘致・育成

＜施策d＞地域産業の振興

＜施策e＞農業振興と農業の６次産業化

＜施策f＞地域の産業を支える人材育成

＜政策2＞年齢や性別にかかわらず、働くことや起業・創業に挑戦できるまちづくり

＜施策c＞起業・創業支援

＜施策d＞ツクリテ支援、若手作家、職人の活動支援

5



都市像 政策 施策 事業名
事業費
(３ヵ年)

所管課名

子育て総合支援センター運営 2,992千円 ②-1a ②-1d、②-3c、②-4a こども未来課

子ども若者支援 1,356千円 ②-1a
②-1i、②-1k、②-3d、
③-3g こども未来課

産前・産後支援 1,866千円 ②-1b 健康課

妊産婦・乳児健康診査 280,137千円 ②-1b ②-1c、③-1c 健康課

一般不妊治療費等助成金 5,886千円 ②-1b 健康課

がん検診 879,316千円 ②-1b、③-1c、①-4f ③-1a 健康課

児童生活習慣病対策 16,999千円 ②-1c、②-2i ②-3g、③-1b 健康課

民間保育所入所 3,946,674千円 ②-1d ①-4a 保育課

地域型保育給付 391,314千円 ②-1d ①-4a 保育課

施設型給付 110,232千円 ②-1d ①-4a 保育課

小規模保育事業所運営費等補助金 18,268千円 ②-1d ①-4a 保育課

保育所管理運営 1,728,762千円 ②-1d、②-1e ①-4a、②-1e 保育課

民間保育所運営費補助金 457,670千円 ②-1d ①-4a 保育課

公立保育所運営 555,860千円 ②-1d ①-4a 保育課

休日保育 18,000千円 ②-1d ①-4a 保育課

放課後学級運営 218,947千円 ②-1d、②-3f ②-3g こども未来課

児童クラブ運営 623,055千円 ②-1d、①-4a ②-3g こども未来課

小中一貫校整備 746,557千円 ②-2b ①-4b、②-1f、②-2c 教育政策課

小学校施設整備 1,063,727千円 ②-2b 教育政策課

中学校施設整備 822,540千円 ②-2b 教育政策課

適応指導推進 55,011千円 ②-2g 学校教育課

学校支援 139,614千円 ②-2g ②-2f、②-2h 学校教育課

品野曽野線整備 143,090千円 ②-5a 建設課

道路維持管理 1,001,194千円 ②-5a ①-5b、③-4b 維持管理課

公園施設整備 445,397千円 ②-5a 建設課

中水野駅地区区画整理事業 85,000千円 ②-5b 都市計画課

都市計画等策定 44,647千円 ②-5c ①-5d、①-5e 都市計画課

水野駅北口整備 98,800千円 ②-5d 建設課

＜施策d＞子育てサービスの整備・充実

＜政策２＞瀬戸で学び、瀬戸で育ててよかったと思える教育の実現

＜施策b＞将来を見据えた教育の実施

＜施策g＞教育サポートセンターの充実

＜政策５＞都市基盤整備による居住環境の魅力向上と未来に向けた良好な環境の継承

＜施策a＞公園や歩道など子育てのための都市基盤の整備・維持管理

＜施策b＞面的整備事業による新たなまちづくり

＜施策c＞コンパクトシティの推進

＜施策d＞鉄道駅のバリアフリー化

＜施策c＞子どもの健康の保持・増進

主な関連施策

＜都市像②＞安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまち

＜政策1＞ライフステージに応じた切れ目のない子ども・子育ての支援

＜施策a＞子育て総合支援センターの創設

＜施策b＞妊娠・出産への支援
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都市像 政策 施策 事業名
事業費
(３ヵ年)

所管課名

健康づくり推進 12,758千円 ③-1a、①-4f ③-1b 健康課

疾病予防（糖尿病性腎症重症化予防） 71,637千円 ③-1b ③-1a、③-1c、③-1d 国保年金課

介護予防・生活支援サービス
（介護予防・日常生活支援総合事業）

1,006,519千円 ③-2a、③-1e、③-2d 高齢者福祉課

介護予防普及啓発
（介護予防・日常生活支援総合事業）

13,359千円 ③-2a、③-1e、③-2d 高齢者福祉課

地域リハビリテーション活動支援
（介護予防・日常生活支援総合事業）

2,016千円 ③-2a、③-1a 高齢者福祉課

地域医療介護総合確保基金事業費補助金 97,723千円 ③-2a 高齢者福祉課

地域介護予防活動支援 19,983千円 ③-2a
③-1e、③-2d、③-3e、
③-3h 高齢者福祉課

認知症総合支援 39,564千円 ③-2e、③-2a、③-2b 高齢者福祉課

まちの課題解決活動推進
（まちの課題解決活動応援補助金・地域力向上活動推進補助金）

45,000千円 ③-3h、③-3d
②-3a、②-3h、③-2c、
③-2d、③-3e、③-4b、
③-4i、③-4j、③-5f

まちづくり協働課

菱野団地再生計画推進 35,827千円 ③-3h、②-5c 都市計画課

公共施設再生整備 490,150千円 ③-3h、④-b 政策推進課

火災予防・防災指導 12,783千円 ③-4i、③-4g ③-4h 消防課

防災情報収集・伝達体制整備 61,491千円 ③-4i 危機管理課

＜政策４＞地域の生活環境の向上と安全・安心な地域づくり

＜施策i＞地域防災力の向上

＜施策a＞市民の主体的な健康づくりの推進／<施策b>多面的な生活習慣病対策

＜政策２＞高齢者が生きがいを持って活躍し、支えあいにより、安心して暮らせるまちづくり

＜施策a＞地域包括ケアシステムの構築

＜施策e＞認知症高齢者と家族の支援

＜政策３＞誰もが自立し、地域で支え合いながら生きがいをもって安心して暮らせるまちづくり

＜施策h＞市民活動の推進と拡充への支援

＜政策１＞誰もがいきいきと、健康に暮らすことができるまちづくり

主な関連施策

＜都市像③＞地域に住まう市民が自立し支え合い、笑顔あふれるまち
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３. 都市像ごとの施策展開 
都市像１ 活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市像１の状況＞ 

 「①製造業の元気さ」「②小売業の元気さ」「③働く人の付加価値を生む力」「④企業の
稼ぐ力」といった地域産業の活力を示す指標が基準値より下回っていることから、本市
の産業構造を踏まえた成長分野に対する積極的な支援が引き続き必要と考えられます。 
 また、「⑤雇用の多さ」指標のさらなる増加とともに、「⑪企業の活力実感度」「⑫雇用
の充実実感度」のアンケート指標を向上させるため、企業誘致を継続し、安定した雇用
を創出する必要があります。それに伴い、企業活動の活性化を図るため、幹線道路の整
備を継続して進めていくことが必要と考えられます。 
 あわせて、「⑭公共交通の満足度」のアンケート指標を向上させるため、公共交通の改
善を図ることが必要と考えられます。 

基準値を 80％としています 

＜今後の方針等＞ 

都市像１については、産業振興に関し、製造業を中心とした既存の地域産業への支援
に加え、新産業など成長分野の企業誘致についても積極的に進めることとし、引き続き
産業基盤の拡充を図るため「①-1a 企業誘致、先端産業誘致・育成」「①-1d 地域産業の
振興」に係る取組みを実施します。また、利便性の高い公共交通ネットワークの構築に
向け「①-5e 拠点を交通ネットワークでつないだコンパクトなまちづくり」に係る取組
みを実施します。 
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指標（★はアンケート指標） 単位 
第６次瀬戸市総合計画 中期事業計画策定時(→は更新なし) 

本市数値(年度) 基準値(比較対象) 本市数値(年度) 基準値(比較対象) 

①製造業の元気さ 
（製造品出荷額等） 

百万円 450,253(Ｈ26) 622,432(県平均) 397,776(Ｈ29) 629,359(県平均) 

②小売業の元気さ 
 （1人あたり 

小売業年間商品販売額） 
円/人 686,862(Ｈ26) 829,152(県平均) 761,846(Ｈ28) 949,527(県平均) 

③働く人の付加価値を生む力 
 （就業者 1人あたり 

市内総生産） 
千円/人 8,394(Ｈ25) 9,744(県平均) 9,395(Ｈ27) 10,109(県平均) 

④企業の稼ぐ力 
 （1人あたり法人市民税額） 

円/人 9,495(Ｈ25) 17,414(県平均) 9,628(Ｈ28) 22,717(県平均) 

⑤雇用の多さ 
 （市内事業所の従業者数） 

人 50,564(Ｈ26) 44,021(県平均) 46,118(Ｈ28) 41,468(県平均) 

⑥働く機会の多さ 
 （有効求人倍率  

（瀬戸・尾張旭管内）） 
倍 0.90(Ｈ27) 1.20(県平均) 1.12(Ｈ30) 1.64(県平均) 

⑦所得の多さ 
 （1人あたり家計所得） 

千円/人 3,362(Ｈ25) 3,609(県平均) 3,450(Ｈ27) 3,587(県平均) 

⑧土地の価値 
 （住宅地の平均価格） 

円/㎡ 55,000(Ｈ28) 83,984(県平均) 57,000(Ｒ1) 86,600(県平均) 

⑨鉄道の利用 
 （年間の駅利用者数） 

人 7,477,020(Ｈ26) 7,477,020 (市Ｈ26) 7,921,576(Ｈ29) 7,477,020 (市Ｈ26) 

⑩まちの賑わい 
 （休日の昼間人口と 

人口との比） 
倍 1.52(Ｈ27) 1.86(県平均) → → 

⑪企業の活力実感度(★) ％ 16.2(Ｈ28) 50.0(目標値) → → 

⑫雇用の充実実感度(★) ％ 16.1(Ｈ28) 50.0(目標値) → → 

⑬所得の向上実感度(★) ％ 58.0(Ｈ28) 80.0(目標値) → → 

⑭公共交通の満足度(★) ％ 32.4(Ｈ28) 60.0(目標値) → → 

⑮自然・歴史文化の満足度(★) ％ 53.0(Ｈ28) 80.0(目標値) → → 

 
  

＜都市像の状況を示す指標＞ 
※太字かつ下線で示した本市数値は、第６次瀬戸市総合計画策定時の本市数値と比較して向上したものです。 
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①-1a 

①-1d 

①-1e 

①-2d 

①-3a 

①-1f 

①-2c 

 
 

＜都市像１における中期事業計画での施策展開＞ 
 

企業誘致、先端産業誘致・育成 

地域経済の活性化に向けた企業誘致の推進 （企業立地促進奨励金ほか） 

 関連事業計 １３億４，２９９万円 

 

地域産業の振興 

産業支援センターせとの機能拡充をはじめとした企業支援 （地域産業振興） 

 ３，６９８万円 

地域で働く若い世代の確保 （せとまち人材応援助成金） 

 １，５８４万円 

 

農業振興と農業の６次産業化 

学校給食への市内産農産物供給や市内農家の販路拡大 （アグリカルチャー推進） 

 １，２３１万円 

 
地域の産業を支える人材育成 

将来の担い手となる子どもたちに向けたクリエーター育成講座開催  

 （次世代クリエーター育成） 

 １，５００万円 

瀬戸蔵ロボットアカデミー・ロボット博開催 （まるっとミュージアム推進） 

８００万円 

 
起業・創業支援 

せと・しごと塾による起業・創業支援 （起業・創業支援） 

 ６６０万円 

中心市街地商店街の活性化支援 （中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金） 

 １，５００万円 

 

ツクリテ支援、若手作家、職人の活動支援 

ツクリテ交流拠点の運営、開業支援 

商店街空店舗を活用したチャレンジショップの展開 （ツクリテ支援ほか） 

 関連事業計 ６，６６６万円 

 

観光産業の振興 

地域経済の活性化につながる観光産業の振興 （まるっとミュージアム推進） 

 １億 ５１３万円 

日本遺産認定を活かした瀬戸市の魅力発信 （日本遺産魅力発信推進事業） 

 ３０３万円 
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①-5e 

①-3c 

①-3e 

①-5a 

 

 

 

市内外への「シティプロモーション」の展開 

市内外に向けたシティプロモーションの実施 

多様な媒体等を活用したプロモーションの展開 

ふるさと納税の推進 （シティプロモーション推進ほか） 

 関連事業計 ２，２８３万円 

 

陶磁器産業のブランド化 

陶磁器の付加価値向上や後継者育成の支援 （瀬戸焼振興） 

 ３，０１５万円 

 

広域ネットワークを形成する幹線道路の整備 

産業の基盤となる道路の整備 （陣屋線整備ほか） 

 関連事業計 １２億６，７２４万円 

 

拠点を交通ネットワークでつないだコンパクトなまちづくり 

基幹バス及びコミュニティバス、住民バスの運行 （公共交通維持・活性化） 

  ４億４，３３５万円 

 

 
  

（※事業費は３か年の合計額を掲載。枠囲みは特に重点的に取り組む施策。） 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまち  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市像２の状況＞ 

 「①産まれる子どもの多さ」の指標は基準値より下回っていますが、「②女性の働きや
すさ」「⑤若い世代の住みやすさ」の指標は基準値以上であることから、若い世代の本市
への定住・転入の傾向が一定程度あると考えられるため、引き続き子育てサービスの充
実や鉄道駅周辺の面的整備によるコンパクトで利便性の高いまちづくりを進めていくこ
とが必要と考えられます。 
 一方で、「⑧学校生活の充実」の指標や「⑬教育への満足度」「⑭地域の子育て・教育
環境の充実度」のアンケート指標についても向上させるため、小中一貫教育をはじめと
する魅力ある教育の確立や通学路への歩道設置などの都市基盤整備により安全対策を進
め、子育て環境を充実させることが必要と考えられます。 

＜今後の方針等＞ 

都市像２については、若い世代の本市への定住・転入の傾向が見られることから、引
き続き、本市への転入を促進するため、「②-1a 子育て総合支援センターの創設」や「②
-1d 子育てサービスの整備・充実」、「②-5b 面的整備事業による新たなまちづくり」に
係る取組みを実施します。また、令和２年４月から市全域で開始する小中一貫教育をは
じめとした魅力ある教育の確立や教育環境の充実を図り、瀬戸の未来を担う人材を育成
するため、「②-2b 将来を見据えた教育の実施」「②-2g 教育サポートセンターの充実」
に係る取組みを実施します。 

基準値を 80％としています 
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指標（★はアンケート指標） 単位 
第６次瀬戸市総合計画 中期事業計画策定時(→は更新なし) 

本市数値(年度) 基準値(比較対象) 本市数値(年度) 基準値(比較対象) 

①産まれる子どもの多さ 
 （合計特殊出生率） 

- 1.23(Ｈ26) 1.46(県平均) 1.29(Ｈ29) 1.54(県平均) 

②女性の働きやすさ 
 （25～39歳の女性人口に 

占める有業者の割合） 
％ 63.6(Ｈ22) 63.1(県平均) 66.6(Ｈ27) 66.1(県平均) 

③子育て世代の結婚しやすさ 
 （25～39 歳の人口における

有配偶率） 
％ 52.7(Ｈ22) 54.6(県平均) 52.3(Ｈ27) 53.2(県平均) 

④所得の多さ 
 （1人あたり家計所得） 

千円/人 3,362(Ｈ25) 3,609(県平均) 3,450(Ｈ27) 3,587(県平均) 

⑤若い世代の住みやすさ 
 （25～39歳の社会増減） 

人 △2(Ｈ27) 12(県平均) 132(Ｈ30) 60.65(県平均) 

⑥治安の良さ 
 （人口千人あたり 

犯罪認知件数） 
件/千人 7.16(Ｈ27) 10.24(県平均) 4.13(Ｈ30) 7.30(県平均) 

⑦交通安全 
 （人口千人あたり 

交通事故発生件数） 
件/千人 4.36(Ｈ27) 5.93(県平均) 4.18(Ｈ30) 4.67(県平均) 

⑧学校生活の充実 
 （長期欠席児童・生徒数 

の割合） 
％ 2.28(Ｈ25) 1.71(県平均) 2.04(Ｈ29) 1.68(県平均) 

⑨多世代による子育て 
 （全世帯数における 

3世代世帯の割合） 
％ 6.55(Ｈ22) 7.38(県平均) 5.62(Ｈ27) 6.07(県平均) 

⑩子育て支援の満足度(★) ％ 35.1(Ｈ28) 70.0(目標値) → → 

⑪家族の暮らしやすさ 
実感度(★) 

％ 46.4(Ｈ28) 80.0(目標値) → → 

⑫若い世代の居住満足度(★) ％ 72.9(Ｈ28) 85.0(目標値) → → 

⑬教育への満足度(★) ％ 70.5(Ｈ27) 80.0(目標値) → → 

⑭地域の子育て･教育環境 
満足度(★) 

％ 28.4(Ｈ28) 60.0(目標値) → → 

 
 

  

＜都市像の状況を示す指標＞ 
※太字かつ下線で示した本市数値は、第６次瀬戸市総合計画策定時の本市数値と比較して向上したものです。 
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②-1d 

②-2b 

②-1c 

②-1b 

②-1a 

 
 

＜都市像２における中期事業計画での施策展開＞ 
 

子育て総合支援センターの創設 

総合相談窓口として子ども・若者とその家族に対する切れ目ない支援 

不登校、ひきこもり、貧困など困難を抱える子ども若者支援の実施 

ネットワーク型の子育て支援体制の強化      （子育て総合支援センター運営ほか） 

 関連事業計 ４３４万円 

 

妊娠・出産への支援 

産後うつ早期発見、産後健康管理の支援 

助産師などの派遣による産前産後支援 

子宮がんＨＰＶ検査の実施 （産前・産後支援ほか） 

 関連事業計 ２億９，２７６万円 

 

子どもの健康の保持・増進 

全小学校における児童生活習慣病対策 （児童生活習慣病対策） 

 １，６９９万円 

 

子育てサービスの整備・充実 

待機児童対策のための取組み強化 

０歳児の事故防止に向けた取組み強化 

３歳未満児保育の小規模保育事業所の新規開設 

障害児保育実施園の拡充 

育休退園制度の段階的廃止 

保育所における第三者評価の実施 

保育士の処遇改善による保育の質向上 （民間保育所入所ほか） 

 関連事業計 ７２億２，６７８万円 

放課後学級・児童クラブの増設 

放課後児童支援員の処遇改善 （放課後学級運営ほか） 

 関連事業計 ８億４，２００万円 

 

 

将来を見据えた教育の実施 

魅力ある教育を確立する小中一貫教育の展開 

大規模改修等による学習環境の向上              （小中一貫校整備ほか） 

 関連事業計 ２６億３，２８２万円 
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②-5b 

②-5d 

②-5c 

②-5a 

②-2g 

 

 

 

教育サポートセンターの充実 

子どもが抱える多様な問題に対しての多方面からの一貫した支援 

学級集団アセスメントの実施                  （適応指導推進ほか） 

 関連事業計 １億９，４６２万円 

 

公園や歩道など子育てのための都市基盤の整備・維持管理 

通学路の歩道設置による安全確保 （品野曽野線整備ほか） 

 関連事業計 １１億４，４２８万円 

公園施設の長寿命化など都市公園の安全・安心対策 （公園施設整備） 

 ４億４，５３９万円 

 

面的整備事業による新たなまちづくり 

中水野駅周辺の新たなまちづくりによる良好な市街地の形成 

（中水野駅地区区画整理事業） 

 ８，５００万円 

 

コンパクトシティの推進 

都市機能の集約等によるコンパクトなまちづくりの推進       （都市計画等策定） 

 ４，４６４万円 

 

鉄道駅のバリアフリー化 

水野駅北口整備による駅周辺のバリアフリー化           （水野駅北口整備） 

  ９，８８０万円 

 

  （※事業費は３か年の合計額を掲載。枠囲みは特に重点的に取り組む施策。） 
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都市像３ 地域に住まう市民が自立し支え合い、笑顔あふれるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準値を 80％としています 

＜都市像３の状況＞ 

＜今後の方針等＞ 

都市像３については、健康増進や介護予防の施策を展開し、健康寿命の延伸や高齢者
が生きがいを持って安心して暮らせる社会を実現するため、引き続き「③-2a 地域包括
ケアシステムの構築」に係る取組みを実施します。また、住民の主体的な地域活動への
取組みを支援するため「③-3h 市民活動の推進と拡充への支援」に係る取組みを実施し
ます。 

 「③市民の医療費」「⑦高齢者の活躍」の指標や「⑩心と健康の充実度」のアンケート
指標は基準値を下回っているため、引き続き超高齢社会における取組みとして、健康増
進や介護予防などの施策を展開していくことが必要と考えられます。 
 また、「⑨地域のつながり」の指標や「⑭交流と社会参画の満足度」のアンケート指標
を向上させるため、地域住民主体で取り組む住宅団地の再生や、小中一貫校整備に伴う
小学校跡地の利活用において、地域ごとに必要な様々な機能の集約などをはじめとして、
地域住民が集う新たなコミュニティを創造するための施策を展開していくことが必要と

考えられます。 
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指標（★はアンケート指標） 単位 
第６次瀬戸市総合計画 中期事業計画策定時(→は更新なし) 

本市数値(年度) 基準値(比較対象) 本市数値(年度) 基準値(比較対象) 

①健康と長寿（男性） 
 （健康寿命・男性） 

歳 65.8(Ｈ26) 65.7(県平均) → → 

②健康と長寿（女性） 
 （健康寿命・女性） 

歳 67.2(Ｈ26) 67.2(県平均) → → 

③市民の医療費 
 （1人あたり医療費） 

円/人 319,727(Ｈ27) 296,675(県平均) 349,781(Ｈ28) 316,381(県平均) 

④治安の良さ 
 （人口千人あたり 

犯罪認知件数） 
件/千人 7.16(Ｈ27) 10.24(県平均) 4.13(Ｈ30) 7.31(県平均) 

⑤交通安全 
 （人口千人あたり 

交通事故発生件数） 
件/千人 4.36(Ｈ27) 5.93(県平均) 4.18(Ｈ30) 4.67(県平均) 

⑥火災の少なさ 
 （人口一万人あたり 

火災発生件数） 
件/万人 2.37(Ｈ27) 2.70(県平均) 3.13(Ｈ30) 2.76(県平均) 

⑦高齢者の活躍 
 （65歳以上の就業率） 

％ 21.70(Ｈ22) 23.30(県平均) 22.66(Ｈ27) 24.09(県平均) 

⑧障害者福祉の充実 
 （1人あたり障害福祉サービス等・

障害児通所支援等事業所数） 

箇所 

/万人 
9.8(Ｈ26) 6.3(県平均) 10.2(Ｈ29) 7.9(県平均) 

⑨地域のつながり 
 （自治会の加入率） 

％ 77.9(Ｈ26) 78.4(県平均) 74.5(Ｈ30) 74.6(県平均) 

⑩心と健康の充実度(★)  ％ 27.4(Ｈ28) 60.0(目標値) → → 

⑪都市の安全実感度(★) ％ 34.9(Ｈ28) 60.0(目標値) → → 

⑫地域の支え合い実感度(★)  ％ 42.7(Ｈ28) 70.0(目標値) → → 

⑬自立した暮らし実感度(★)  ％ 58.0(Ｈ28) 80.0(目標値) → → 

⑭交流と社会参画の 
満足度(★)  

％ 27.0(Ｈ28) 60.0(目標値) → → 

 

  

＜都市像の状況を示す指標＞ 
※太字かつ下線で示した本市数値は、第６次瀬戸市総合計画策定時の本市数値と比較して向上したものです。 
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③-2e 

③-1a/1b 

③-2a 

③-4i 

③-3h 

 

 

＜都市像３における中期事業計画での施策展開＞ 
 

市民の主体的な健康づくりの推進 / 多面的な生活習慣病対策 

減塩プロジェクト等の生活習慣病対策の実施 （健康づくり推進） 

 １，２７５万円 

糖尿病性腎症重症化予防プログラムの実施 （糖尿病性腎症重症化予防） 

 国民健康保険事業特別会計 

 

地域包括ケアシステムの構築 

 地域で高齢者を支える体制づくり 

 多様な介護予防サービス・生活支援サービスの担い手の養成 

地域等で活躍する元気な高齢者の養成 

 （介護予防･日常生活支援総合事業ほか） 

 介護保険事業特別会計 

 

認知症高齢者と家族の支援 

多職種の連携による認知症高齢者と家族への総合的な支援 

 （認知症総合支援事業） 

 介護保険事業特別会計 

 

市民活動の推進と拡充への支援 

市民や地域の活動によるまちの課題解決活動の推進 （まちの課題解決活動推進） 

 ４，５００万円 

地域住民が主体で取り組む住宅団地の再生 （菱野団地再生計画推進） 

 ３，５８２万円 

学校跡地等を活用した地域の活性化につながる拠点づくり （公共施設再生整備） 

 ４億９，０１５万円 

 

地域防災力の向上 

火災・救急予防啓発活動等による地域防災力の強化 （火災予防・防災指導） 

 １，２７８万円 

防災行政無線デジタル化による防災力の強化 （防災情報収集・伝達体制整備） 

 ６，１４９万円 

 

 

  

（※事業費は３か年の合計額を掲載。枠囲みは特に重点的に取り組む施策。） 
 

19



 

 

20



４．中期事業計画の財政計画 
 

 中期事業計画では、３か年にわたり様々な事業を展開していきます。そのため、計画の推

進にあたっては、将来予測に基づく歳入計画を立て、計画の実効性が担保されなければなり

ません。中期事業計画を推進するための財政の枠組みについては、下表のとおりです。 

 歳入は、市税や地方交付税等の一般財源と、現時点で見込むことが可能な補助金等の特定

財源をもとに計画を立てています。 

また、計画の達成に向けては、市税や地方交付税等を中心とした通常の収入に加え、公共

施設等の整備に係る事業を円滑に行うため、建設事業債の発行や基金を繰入れるとともに、

主として経常事業の財源不足を補うために必要な額の臨時財政対策債を見込んでいます。 

令和３年度と４年度については、臨時財政対策債を措置してもなお財源不足が見込まれて

おり、当該年度の予算編成までに事務事業の見直しや歳入強化の取組みを進め、財源の確保

に努めていきます。 

 

歳入（一般会計） 単位：千円 

 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 2～4年度 

市税 18,401,600 18,800,402 18,413,149 18,591,437 55,804,988 

地方譲与税・交付金 3,118,000 3,564,085 3,646,185 3,657,185 10,867,455 

地方交付税 2,688,000 2,333,160 2,584,172 2,336,226 7,253,558 

市債 4,185,700 2,741,400 2,534,400 2,527,200 7,803,000 

その他 13,346,700 11,629,800 11,051,633 11,399,332 34,080,765 

合計 41,740,000 39,068,847 38,229,539 38,511,380 115,809,766 

 

歳出（一般会計） 単位：千円 

 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 2～4年度 

政策事業 18,790,845 16,048,656 15,732,454 15,732,081 47,513,191 

経常事業 14,919,244 15,110,144 14,920,208 14,971,268 45,001,620 

人件費 5,833,877 5,772,666 5,700,084 5,710,625 17,183,375 

公債費 2,196,034 2,137,381 2,175,542 2,329,929 6,642,852 

合計 41,740,000 39,068,847 38,528,288 38,743,903 116,341,038 

※歳出計画には、令和 2～4年度の各年度に 9月補正予算として計上予定の道路等維持補修費 105,020千円が含まれます。 
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５．中期事業計画の施策・事業評価 
中期事業計画においては、都市像の達成に貢献すると考えられる事業、施策について 

特に重点的に取り組む事としています。このため、施策単位で都市像ごとの評価指標を 

設定し、その向上を目指すこととしていきます。 

中期事業計画で掲げる事業については、効果的なものであるか、適切に実施されるかと

いった観点からの評価を行い、改善につなげるため指標を設定しています。指標は、事業

実施に直接関連する指標（アウトプット）、または、事業の成果に関する指標（アウトカム）

とします。 

また、年度ごとに事業の点検及び評価をすることにより、継続的に改善につなげ、都市

像の達成に向け、より効果的な事業構築、実施につなげていきます。 
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６．行政サービスの向上と公共施設等の総合管理 

(1) 行政サービスの向上と施策の効果的な推進 

中期事業計画（令和２年度実施計画）では、都市像の達成に向けた施策の効果

的・効率的な推進と市民サービスの向上を目的として、事務事業の見直しや業務改

善に取り組み、行政事務の品質向上を図ります。また、施策の推進に必要な財源の

確保や、職員の人材育成などの基盤強化にも取り組み、都市像の達成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の実感を示す指標 都市の実情を示す指標 

①製造業の元気さ

②小売業の元気さ

③働く人の付加価値を生む力

④企業の稼ぐ力

⑤雇用の多さ

⑥働く機会の多さ

⑦所得の多さ

⑧土地の価値⑨鉄道の利用

⑩まちの賑わい

⑪企業の活力実感度

⑫雇用の充実実感度

⑬所得の向上実感度

⑭公共交通の満足度

⑮自然・歴史文化の満足度

瀬戸市

基準値

0

10
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30
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100

市民満足度の向上 効果･効率の追求 

民間手法の活用 

職員の人材育成 

サービス品質の向上 

行政コストの削減 

費用対効果の検証 

施設集約や機能統合 

限られた資源の中で効率的に第 6次総合計画を推進していくためには、これま

での集中改革プランに基づく取組みを活かし、継続していくとともに、職員の

人材育成や行政事務の品質向上なども徹底しながら、効果的な施策を実施する

ことが求められます。 

中期事業計画（令和 2年度実施計画）では、次の項目ごとに実施する取組みを

掲載しています。 

・サービス提供業務の委託の推進 
 

・歳入強化の取組み 
 

・民間活力の導入 
 

・事務改善・適正化の取組み 
 

・事務事業の整理・再編 
 

・働き方改革の推進 
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(2) 公共施設等の総合管理 

中期事業計画（令和２年度実施計画）における公共施設等の総合管理に関する

取組みは、以下のとおりです。第６次瀬戸市総合計画にあわせて策定された「瀬

戸市公共施設等総合管理計画」に示された「公共施設等の総量を減らすことで必

要経費の縮減を図る一方で、市民サービス水準を保つ」という方針を具体化する

こととしています。 
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７．中期事業計画の主要事業 

都市像１ 活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できるまち 

事業名 
事業費(千円) 

(３ヵ年) 
主な関連施策 担当課 

＜政策１＞地域産業の振興と人材の活躍促進 

信用保証料補助金 69,000 ①-1d ①-1c、①-2c ものづくり商業振興課 

中小企業者事業資金利子補給補助金 3,900 ①-1d ①-1c ものづくり商業振興課 

小規模企業等振興資金預託金 183,000 ①-1d ①-1c ものづくり商業振興課 

道の駅管理運営 58,109 ①-1e、①-3b ①-3a 産業政策課 

＜政策３＞地域経済の活性化につながる地域資源を活かしたシティプロモーションの展開 

陶祖まつり協賛 3,900 ①-3a ③-5e まるっとミュージアム課 

せともの祭協賛 39,297 ①-3a ③-5e まるっとミュージアム課 

観光施設管理 70,866 ①-3a ①-3c、①-5c、②-5a、
②-5f まるっとミュージアム課 

瀬戸蔵施設管理 572,853 ①-3a ③-3h、③-5a、③-5d まるっとミュージアム課 

ノベルティ・こども創造館管理運営 82,280 ①-3a、①-3c ③-5d ものづくり商業振興課 

新世紀工芸館施設管理 157,674 ①-3b、①-3c ①-2d、①-3d、③-5d ものづくり商業振興課 

瀬戸染付工芸館施設管理 41,613 ①-3b、①-3c ①-2d、①-3d、③-5d ものづくり商業振興課 

＜政策４＞誰もがいきいきと、安心して働くことができるまちづくり 

女性活躍・男女共同参画推進 5,751 ①-4c、①-2b、③-4k ①-1c、①-1f、②-2b、
②-3g、②-4d、③-3g まちづくり協働課 

＜政策５＞市民生活の利便性を高め、企業活動の活性化につながる都市基盤の整備 

赤津山口線整備 46,000 ①-5a  建設課 

道路橋りょう予防保全 900,200 ①-5b  維持管理課 

用排水路整備 136,059 ①-5b ①-1e 維持管理課 

ため池整備 25,350 ①-5b ①-1e 維持管理課 

農道整備 46,738 ①-5b ①-1e 維持管理課 

瀬戸川文化プロムナード市街地整備 63,430 ①-5b、①-3c、②-5f ①-5c 建設課 

景観形成助成金 6,000 ①-5c ①-3c 都市計画課 

デジタルシティ推進 21,977 ①-5h、②-4b  情報政策課 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまち 

事業名 
事業費(千円) 

(３ヵ年) 
主な関連施策 担当課 

＜政策１＞ライフステージに応じた切れ目のない子ども・子育ての支援 

子ども医療費支給 1,881,215 ②-1c ②-1i、③-1a 国保年金課 

母子・父子家庭等医療費支給 212,108 ②-1c ②-1i、②-1k、③-1a 国保年金課 

乳幼児健康診査 
（3か月、6か月、1歳6か月、3歳） 30,987 ②-1c ③-1c 健康課 

こんにちは赤ちゃん訪問 10,895 ②-1c、②-1d  健康課 

家庭児童相談室運営 36,902 ②-1d ②-1a こども未来課 

病児・病後児一時預かり 60,000 ②-1d、①-4a  こども未来課 

病児・病後児一時預かり事業利用補助金 2,880 ②-1d、①-4a  こども未来課 

各園施設整備 41,575 ②-1d ①-4a 保育課 

保育所食育推進 1,181 ②-1e ②-1c 保育課 

発達支援室管理運営 21,141 ②-1f、②-1g 
②-1a、②-1h、②-2k、
②-3d 

児童発達支援センター 

のぞみ学園管理運営 164,214 ②-1g ②-1h、②-1i、②-3d、
②-3g 

児童発達支援センター 

障害児相談支援 38,880 ②-1g ②-1h 児童発達支援センター 

せとっ子ファミリー交流館管理運営 60,901 ②-1i、②-3b ②-1d、②-3g こども未来課 

児童館管理運営 39,637 ②-1i、②-3b ②-1d、②-3g こども未来課 

プレイルーム運営 40,968 ②-1i、②-3b ②-1d、②-3g こども未来課 

児童扶養手当支給 1,064,328 ②-1i、②-1k  こども未来課 

児童手当支給 5,791,055 ②-1i  こども未来課 

母子家庭等自立支援給付金支給 16,281 ②-1k  こども未来課 

学習支援 5,175 ②-1k ②-2c 社会福祉課 

＜政策２＞瀬戸で学び、瀬戸で育ててよかったと思える教育の実現 

せと・まるっとキャリア教育 12,000 ②-2a ①-1f 教育政策課 

小中学校適正配置 56,785 ②-2b、①-4b、②-1f ②-2c、②-3f 教育政策課 

地域未来塾 2,250 ②-2c、②-1k  学校教育課 

＜政策３＞多世代が子育てに関わることのできるまちづくり 

育児講座 1,197 ②-3e ②-1d、②-3b こども未来課 

異年齢交流 2,358 ②-3e ①-4a、②-1d、②-3b 保育課 

＜政策５＞都市基盤整備による居住環境の魅力向上と未来に向けた良好な環境の継承 

都市緑化推進事業補助金 30,000 ②-5f  建設課 

環境基本計画推進 10,895 ②-5g、③-4a  環境課 

オオサンショウウオ保護 1,683 ②-5g ③-5d 文化課 

排水路維持 194,475 ②-5i、③-4b ①-5b、③-4j 維持管理課 

河川環境整備 123,000 ②-5i、③-4b ①-5b、③-4j 維持管理課 

河川・排水路整備 549,730 ②-5i ①-5b 建設課 

空家等対策 4,867 ②-5k、①-2c、①-2d 
②-4c、②-4d、②-4e 

 都市計画課 

水道老朽管布設替【水道事業会計】 1,343,280 ②-5h  水道課 

西部処理区管渠整備【下水道事業会計】 2,534,000 ②-5j、②-5g  下水道課 

水野処理区管渠整備【下水道事業会計】 49,200 ②-5j、②-5g  下水道課 

西部浄化センター整備【下水道事業会計】 460,400 ②-5j、②-5g  下水道課 
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都市像３ 地域に住まう市民が自立し支え合い、笑顔あふれるまち 

事業名 
事業費(千円) 

(３ヵ年) 
主な関連施策 担当課 

＜政策１＞誰もがいきいきと、健康に暮らすことができるまちづくり 

 予防接種 1,056,532 ③-1a ②-1c 健康課 

 休日診療（休日急病診療所運営） 29,085 ③-1a  健康課 

 障害者医療費支給 671,113 ③-1a 
②-1c、②-1g、②-1i、
②-3d 国保年金課 

 精神障害者医療費支給 380,791 ③-1a 
②-1c、②-1g、②-1i、
②-3d 国保年金課 

 後期高齢者医療費支給 5,008,689 ③-1a  国保年金課 

 後期高齢者福祉医療費支給 1,025,874 ③-1a  国保年金課 

 訪問指導 7,753 ③-1b、①-4f ③-1a 健康課 

 肝炎ウイルス検診 34,290 ③-1c ③-1a 健康課 

 歯科健康診査 4,320 ③-1c ③-1a 健康課 

＜政策２＞高齢者が生きがいを持って活躍し、支え合いにより、安心して暮らせるまちづくり 

 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 4,507 ③-1d、③-2a、③-3e  高齢者福祉課 

 地域福祉ボランティア活動助成金 3,000 ③-2c、③-3e  社会福祉課 

＜政策３＞誰もが自立し、地域で支え合いながら生きがいをもって安心して暮らせるまちづくり 

 交通料金補助金 75,000 ③-3a、③-3c ②-1g、②-1h 社会福祉課 

 障害者地域移行支援事業 6,900 ③-3a、③-3c  社会福祉課 

 障害者相談支援 78,300 ③-3b ②-1g、②-1h 社会福祉課 

 地域交流センター管理運営 133,812 ③-3d、③-3h ③-3e、③-5a まちづくり協働課 

 自立相談支援 16,581 ③-3g、①-2f、①-4e  社会福祉課 

 住居確保給付 360 ③-3g、①-2f、①-4e  社会福祉課 

 就労準備支援 1,152 ③-3g、①-2f、①-4e  社会福祉課 

 一時生活支援 180 ③-3g、①-2f、①-4e  社会福祉課 

 市民公益活動促進 26,828 ③-3h ①-2a、②-3h、③-2c、③-3c、
③-3d、③-3e、③-4k、③-5f 

まちづくり協働課 

＜政策４＞地域の生活環境の向上と安全･安心な地域づくり 

 資源ごみ分別処理 1,258,384 ③-4c  環境課 

 環境美化促進対策 4,107 ③-4c、③-4b ③-3d 環境課 

 ごみ処理施設建設対策 9,792 ③-4e ③-4c 環境課 

 消防装備整備 555,934 ③-4h  消防課 

 消防水利整備 58,551 ③-4h 行政-b 消防課 

 消防・救急装備管理 149,451 ③-4h、③-4g  消防課 

 消防団装備管理 126,150 ③-4h、③-4g  消防課 

 防災資機材購入 13,276 ③-4i  危機管理課 

 民間建築物耐震化促進補助金 43,820 ③-4i  都市計画課 

 民間木造住宅耐震診断 7,089 ③-4i  都市計画課 

 防犯カメラ設置費補助金 3,000 ③-4j  生活安全課 

 防犯灯設置費補助金 18,087 ③-4j  生活安全課 

 防犯灯電気料金補助金 60,837 ③-4j  生活安全課 

 交通安全施設等設置 131,517 ③-4j ①-5b、②-5a 維持管理課 

＜政策５＞誰もが生涯にわたって学び、郷土に対する誇りと愛着を深める豊かな地域づくり 

 地区公民館事業運営委託 101,853 ③-5a、③-3h ③-3d、③-3e まちづくり協働課 

 大学コンソーシアムせと負担金 11,520 ③-5a 
①-3b、①-3e、②-1j、②-1k 
②-2a、②-2j、③-5b まちづくり協働課 

 図書館施設整備 31,506 ③-5a、③-5b  図書館 

 体育施設整備 15,442 ③-5c ②-1i、②-2j、②-3g、
③-1a、③-5a スポーツ課 

 創造都市推進 645 ③-5d  文化課 

 歴史民俗資料館施設管理 3,897 ③-5d  文化課 
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事業名 
事業費(千円) 

(３ヵ年) 
主な関連施策 担当課 

 市内遺跡発掘調査 10,901 ③-5d  文化課 

 瀬戸市文化振興財団補助金 307,500 ③-5f ③-3h、③-5d、③-5e 文化課 

 文化センター施設整備 547,612 ③-5f ③-5d 文化課 

 文化センター施設管理 484,517 ③-5f ③-3h、③-5d 文化課 

 

行政 第６次瀬戸市総合計画の推進に係る組織統制と基盤強化 

事業名 事業費(千円) 
(３ヵ年) 

主な関連施策 担当課 

 政策推進 12,873 行政-a  政策推進課 

財政管理 16,536 行政-a  財政課 

 職員研修 16,725 行政-c  人事課 

 人事管理 71,551 行政-c  人事課 

 市税徴収 112,952 行政-e  税務課 

 個人番号カード活用 21,846 行政-d、行政-f  市民課 
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